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子どもたちをとりまく情報モラルについて、最新キーワードを pickup
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「 軽い気 持ち」でも「 一 生 消 せない」

■ デジタルタトゥー
インターネットに公開した情報は、一度拡散され
てしまうと、タトゥーのように完全に消すことはで
きないという比喩。2013 年にカリフォルニアで行
われた “TED カンファレンス ” にて、実業家、投資
家のフアン・エンリケス氏によって提唱された。
エンリケス氏はスピーチの中で、人々は日々 SNS
や WEB サービスに自分の情報を入力し続けており、
それはタトゥーのように消えることはなく、さらに
近い将来には、その情報と顔写真を紐付けることで、
初対面でも、相手がどんな人物かわかるまでになっ

■親世代の「デジタルタトゥー」への意識

たり、アクセスした情報を参考に好みの洋服を把握

セキュリティソフト販売会社 “ アバスト ” が 20 歳〜 69 歳の

して、店員が接客してくるようになるという。

インターネット利用者を対象に行った調査では「写真を SNS

スピーチの中で氏は「現代は 15 分だけ匿名にな
れる時代」とも話しており、個人の情報だけでなく、
ネットに流出した不適切な行動も、いつまでも消え
ることはなく残ってしまうと、軽率な行動に注意を
呼びかけている。
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に載せてよいか子どもに事前確認したことがない」という回
答が 60％となりました。
更には、「SNS のアカウントを非公開にしていない」と全体の
38％が回答しており、ネット上の情報公開に対するリテラシー
の向上は、子どもだけの問題ではなく、親世代に対しても非
常に重要な課題であることが伺えます。
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「ここだけの話 」ではすまない

■ SnapChat
エフェメラル SNS は、投稿が一定時間経つと消

ルター）があることも持ち味の一つで、異性の顔に

えてしまう SNS のことを指す。2019 年 2 月に日

変わったような加工ができる「性別変更フィルター」

本スマートフォンセキュリティ協会が実施したアン

やこどものような幼い顔つきになる「子どもフィル

ケートでは、主要なエフェメラル SNS のひとつであ

ター」などが人気。このような加工を気軽に試すこ

る “SnapChat” を 13% の学生が利用していると回

とができ、投稿した写真の映りや出来が悪かったと

答している。しかし、
「SnapChat を知らない」と

しても、閲覧後すぐ消えてしまうため、より気軽に

回答した保護者世代は全体の 76% にのぼっており、

投稿できる。

中高生の 19% を大幅に上回っている。
SnapChat は写真や動画を加工して投稿すること
ができ、一度投稿したものは、閲覧してから 1 〜
10 秒経つと消滅する。また、多数の加工機能（フィ
SnapChat アプリアイコン
（https://www.snapchat.com/l/ja-jp/より）

■ ストーリーズ
インスタグラムや Facebook などの各種 SNS で

拡散のしくみ
どうせ消えるか
ら大丈夫

も、エフェメラル SNS と類似した機能を持つサービ
スが登場している（ストーリーズ）
。こちらは原則と
して２４時間が経過すると自動的に投稿が消失する。
手軽に投稿できる反面、
「消えるから大丈夫」と悪意

ストーリーズに投稿

のあるコメントや誹謗中傷、過激な行動なども投稿
しやすく、トラブルになりやすい。限られた人間同
士でやりとりを行うこともでき、閉鎖的な関係性を
築きやすいため、どんなやりとりが行われているの
かを外部が把握することは難しい。

投稿が消失する前
に閲覧者が保存

アルバイト中の悪ふざけの動画をストーリーズで
投稿し、閲覧者が画像で保存していたために、SNS
を通してインターネット上で拡散されてしまい、解
雇処分を受けたケースも。自動的に消えたとしても、

一定時間で投稿は消失

画面撮影機能を使用することで簡単に画像として保
存ができるため、「何を投稿してもバレない」という
誤った認識を変えることが重要である。

不特定多数へ拡散
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偽 の 情 報 発 信 者に誰もがなりうる

■ ソーシャルジャスティスウォーリアー（SJW）
元来は、男女の機会均等や市民権運動などの人権活
動を行う人々を指す肯定的な言葉だった。現在では、
主に不適切な発言や行動を行った個人や企業に対して
『必要以上』に反応する人を揶揄する言葉として使わ
れる。
「悪いことをしたから」
「自分は正しいことをし
ている」と、加熱しすぎた正義感のままに、誹謗中傷
や個人情報の特定、公開などを行ってしまう。また、
正義感をあおるようなニセ情報（フェイクニュース）
をわざと流すようなユーザーもおり、それがネット上
で拡散されてしまうことも問題視されている。

■ フェイクニュース
2019 年 3 月にスマートフォン、タブレットを中

中高生にとって一番身近に感じ、自らも情報を発信、

心としたモバイル専門マーケティングリサーチ機関

拡散することができる SNS は、便利に情報や話題を

MMD 研究所、若者を中心としたマーケティングリ

収集することができるが、個人単位での発信が主流

サーチ会社テスティーが共同で、12 歳から 18 歳

のため、情報の出処や真偽をつきとめにくい。

のスマートフォンを所有する中学生、高校生の男女

ひとつの操作で入手した情報を簡単に拡散できるため

1,248 人を対象に「中高生のニュースに関する意識

「フェイクニュースに反応」→「真偽を確かめないま

調査」を行った。
（グラフ参照）
こ の ア ン ケ ー ト で は、 全 体 の 84.6% が フ ェ イ

ま拡散」という行動につながりやすい。
目についたニュースや話題の出処はどこなのか、情

クニュースの存在を認知しているにもかかわらず、

報をうのみにせず、アクションを起こす前にひと呼

26.3% が「騙された経験がある」と回答し、
「見破

吸ついて考えることが重要だ。

れるか自信がない」と答えた割合は 53.0% と、半
数を超える学生がフェイクニュースを見破る自信が
ないという結果になった。
また、NHK 放送文化研究所世論調査部が 2018 年
に 16 〜 69 歳の男女を対象に行なった「メディア
の利用状況と意識」では、16 〜 19 歳の若年層のう
ち 88% が、毎日利用しているメディアに「SNS ま
とめ」を挙げており、
「新聞」の 3% や「テレビ」の
41% を大きく上回っている。
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MMD 研究所より

道徳の 授業 づくり と 評価
金沢工業大学教授・白木

「特別の教科

みどり

道徳」が設置されて以後、
「考え、議論する道徳」をキーワードとして様々な実践が繰り

広げられています。これまで、道徳授業の機会を得られなかった生徒一人一人にとって、有意義であった
と感じられる時間にしていきたいものです。そして、教師も肩の力を抜いて、道徳的価値について生徒達
との対話を通して、ともに楽しむ授業づくりを始めましょう。
さて、
「考え、議論する道徳」は、学校や教師によって多様な解釈がなされているのが現状です。道徳
授業が、形骸化された授業スタイルや固定観念に縛られず展開されていることは、従来の授業からの脱却
と発展を意味しているとも捉えられます。しかし、授業であり、評価が求められる以上、授業者が明確に
しておかなければならない点があることも否めないでしょう。

1. 授業づくりのプロセス
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ねらいの設定
①生徒に考えさせたいことを明確にもつ。

②ねらいとする内容項目について、学習指導要領解説などを参考に理解しておく
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教材の内容理解
①ねらいに即して、立ち止まって考えさせたい場面や事柄を決める。
②「型」にとらわれず、指導方法を柔軟に構想する。
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発問づくり

✓POINT

①生徒が考え話したくなる発問を考える。

②多様な考えを引き出すことのできる発問を考える。

「～は、どうして（何故）だろう」
「～をどう思う」

、

生徒は、
どんなことが分かってい
て何ができているのだろう。
深ま
る発問を考えてみよう。

「～は、どうすればよいだろう」等（シンプルな基本発問）
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ゴールの想定
①授業のゴールを想定する。
②想定したことを生徒の言葉に置き換えてみる。

補助教材、板書の計画
①ねらいに繋がる効果的な補助教材を工夫する。

状況絵、画像、映像、アンケート結果、ゲスト・ティーチャー等

②構造的な板書を計画する
本教科書の教師用指導書

参照
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2.「考え、議論する道徳」の考え方
「特別の教科

道徳」では、特に「議論」をどのように解釈するかが、授業づくりの重要なポイントに

なります。教材のストーリー上の問題場面を二項対立に設定すれば、議論は当然生じるでしょう。
例えば、コールバーグ流のモラル・ジレンマは、正と正の価値葛藤を通して「すべきか」
「すべきでは
ないか」の二項を意図的に設定し、その判断をめぐる理由づけに焦点化し議論します。しかし、道徳では、
ストーリー性の高い教材や、登場人物の心情の機微、または、おかれている状況如何では、二項対立の議
論にそぐわない教材は、数多くあります。恣意的な二項対立は、時に議論のための議論に終始し、道徳的
問題を固定的な狭義の理解に収束させてしまうことがあります。そもそも議論は、操作的なものでしょう
か。教材の内容や構成にも左右されますが、多様性が生まれるところに、議論は自然発生します。議論の
ためだけに教師が二項を設定せずとも、生徒の多様な見方・考え方が議論を生み出します。問題の必然性
から、結果的に二項の対立にもなり得るものと考えられます。教材の特性を考慮し、子どもの自然な思考
の流れを大切にし授業づくりを目指したいものです。

3.「議論の種」を生む読み物教材
読み物教材が描き出す登場人物の生き方から、生徒一人一人が学ぶことは多様です。読み物教材には、
主人公の「生き方」から道徳的価値を見い出すことのできる力があります。読み物教材を通して、生徒達は、
多様な見方・考え方を経て「議論の種」を蒔きます。
そこで、その「議論の種」を育てるのが、教師の役割であるといえます。生徒の発言を整理し、相互の
関連に気づかせたりさらに切り返しの発問で思考を深めたりすることで、生徒自ら、ねらいとする内容項
目に近づいていくのです。生徒達は、議論を通して多様な見方・考え方を知り、既存の道徳的価値観には
なかった新たな価値観に出会います。そして、自己の判断の基準となる道徳的価値観を再構築していくも
のと考えられます。

4.

道徳授業の今後

これからの道徳授業では、生徒の自然な思考を大切にし、教師の独善的解釈や強引な誘導、一問一答で
完結するようなことは、いっそう避けなければならないと思います。そして、複雑、多様で流動的な価値
が内包する社会においては、道徳授業の指導方法にも、現代社会の諸課題に対応可能な柔軟性や多様性が
必要になると考えられます。それは、複雑化する社会に求められる一元的、固定的な解決に収束し得ない
社会問題の取扱いや、情報基盤社会における情報リテラシー、社会的スキルの習得など、個人の生き方在
り方には少なからず道徳的価値観が反映されるからです。
人の生き方は様々で自由であるが故に、多様性を尊重すること、一方で、社会生活を営むために必要な
共通性を確保することが大切です。道徳授業が、生徒一人一人の道徳的価値についての思考経験の場とな
り、個々の生徒がよりよく生きるための判断の基準となる価値観形成を促すことができるよう、そして、
道徳性を養ううえで効果的にはたらく授業を創造して参りましょう。
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５. 評価
「特別の教科

道徳」の完全実施以来、
「評価の問題」は、教育現場の大きな関心ごととなり

取り上げられています。様々な評価法が提案される中、絶対とよべる方法はなく、現在、どこ
の地域、学校でも試行錯誤の段階であると考えられます。「特別の教科

道徳」の評価をどのよ

うに実施していけばよいのでしょうか。

道徳科における評価の基本的な考え方
〇数値の評価ではなく、記述式であること

〇他の児童生徒と比較した評価ではなく、個人内評価として記述すること
〇個々の内容ごとではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価とすること
（指導要録には、内容項目ごと、１時間ごとの授業内容で評価しない）
〇学習活動において、多面的・多角的な見方へと発展しているか、道徳的価値の理解を自分自
身との関わりの中で深めていっているかということを重視すること

面接法

質問紙法

児童生徒理解を生かす

学習状況の把握

作文・ノート・ワークシート
児童生徒の言語表現を参考
にする

どのように評価するのか
エピソード評価
パフォーマンス評価
授業内での生徒学習の取り組
みや変容等の気付きの記録

✓POINT

観察法

ポートフォリオ評価

 日頃から無意識に行ってい

ワークシート、ノート等の
集積と活用、一枚ポート
フォリオによる生徒の自己
評価

る観察から気づいたことを、
意識的に記録する

何を評価するのか

児童生徒の学習状況や道徳性に関わる成長の様子を継続的に把握し、指導に生かすようにする
（どのような授業態度で臨んでいるか、道徳性が育ったか）
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指導と評価の一体化
評価は、単独に存在しているわけではなく、指導があっての評価であり、教師が評価する以
上、指導とのかかわりで評価することが求められる。授業のねらいに即した適切な発問がなさ
れなければ、生徒は授業者がゴールさせたい着地点には到達し得ないということである。
教師が実践する授業に、生徒の学習意欲を喚起する工夫がされているか、
「ねらい→中心
発問→目指す生徒の姿」と指導過程において、整合性がとられているか等、生徒の評価の観点
に対する創意工夫が講じられていることが大切である。すなわち、評価の信頼性、妥当性を高
める上でも、教師には、つねに授業評価の視点が求められるということである。

6. カリキュラム・マネジメントと道徳教育
学習指導要領においては、
「道徳教育は、特別の教科道徳（以下「道徳科」という。）を要と
して学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳科はもとより、各教科、総合的な学習
の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、生徒の発達の段階を考慮して、適切な指導を
行うこと」
（
「第１章総則」の「第１

中学校教育の基本と教育課程の役割」 2 の（2））と謳

われています。
そこで、道徳科を要とした道徳教育を推進していくための有効な方策の一つとしてカリキュ
ラム・マネジメントを上げられます。
カリキャラムマネジメントは、学校教育目標の実現に向け、生徒や地域、保護者の実態を踏

まえ、カリキュラムを編成、実施し、改善を図る一連のサイクルを計画的、組織的に推進して
いこうとするものです。その実現のためには、教育実践、学校経営にかかわるハード、ソフト
の両側面からの整備、充実を図ることが求められます。

カリキュラムと道徳教育
教育は、私たちが存在するこの世界のあらゆる視点からアプローチし、合理的、効率的に理
解させようとします。教育課程における、各教科は、円滑な学習を実現するためのいわば便宜
的な枠組みであるともいえます。しかし、
近年は「知識の領域（Areas of knowledge）
」と「知
るための方法（Way of knowledge）
」の相互補完的学びによる相乗効果に期待が寄せられて
います。
我が国の教育課程においても、各教科、道徳科、総合的な学習の時間、特別活動等のそれぞ
れの関連を考慮した取組の推進は、全人的教育を進めていく上で必要不可欠といえます。道徳
教育においては、道徳科の授業を要とした、意図的、計画的な教育活動が、生徒の道徳性育成
に有効に働くことものと考えられます。
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７. 道徳科で進めるカリキュラム・マネジメントの意義
『学習指導要領解説

特別の教科

道徳編』では、「第 4 章第 1 節 3（4）年間指導計

画作

成上の創意工夫と留意点」においては、各教科等、体験活動等との関連的指導の工夫について、
以下の内容で上げられています。
〇主題については、各教科との関連を図ることで指導の効果が高められる場合は、指導の内
容及び時期を考慮して年間指導計画に位置付ける。
〇学校や家庭・地域社会における職場体験活動やボランティア活動、自然体験活動等の
道徳性を養うための体験活動や情操を育む活動を積極的に活用する。
〇校長や教頭をはじめ他の教師なども積極的に参加するティーム・ティーチング、地域
の人々や保護者から積極的に授業の参加協力を得る。
〇特別活動の特質を十分に踏まえた上で、特別活動と道徳科のそれぞれの役割を明確に
しつつ、連携をいっそう密にした計画的な指導を行う。

また、同書「第 3 節 2（2）学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要としての道徳」に
おいては、道徳科の役割について、以下を上げています。

〇学校の教育活動全体を通じて行われる道徳教育の要としての役割
〇各教科等で行う道徳教育としては取り扱う機会が十分でない内容項目にかかわる指導
を補う役割
〇生徒や学校の実態等を踏まえて指導をより一層深める役割
〇内容項目の相互の関連を捉え直したり発展させたりする役割

「道徳科は、各教科、総合的な学習の時間及び特別活動等で学習した道徳的諸価値を、
さらに、
全体にわたって人間としての在り方や生き方という視点から捉え直し、自分のこととして理解
し、自分との関わりで道徳的諸価値を捉え、自分なりに発展させていこうとする時間というこ
とになる」と述べています。
以上のように、道徳科の担う役割を十分に理解するとともに、教育課程の各教科、総合的
な学習の時間、特別活動等の学習内容、学習活動を俯瞰、整理し、生徒の実態に即した学校独
自のカリキュラムを編成していくことが求められるということです。その際、 保護者、地域
の人々、関係機関との連携を密にし、学校からの情報提供や積極的な協力要請を行っていくこ
とが大切です。このことは、コミュニティ全体の道徳的環境を充実させ、コミュニティの教育
力を向上させることに繋がります。そして、それは、社会全体で子どもを育てる基盤になると
考えられます。
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学校教育のマネジメントサイクル図
（Research を含む提案）
R-PDCA サイクルという改善手法を意識して、道徳教育の向上を目指しましょう、クラス単
位ではなく、組織全体でこのサイクルを意識することで、道徳だけでない教育全体の質の底上
げを望めます。

Research
調査

地域、学校の特色、教
師、生徒、保護者の環
境等の実態の把握

学校、学年、

評価基準の作成、

学級の教育活

自己評価、内部評

動計画、各教

価、
外部評価

改善
Action

Plan
計画

科、道徳科、
総

学校教育の

合的な学習の

マネジメント・サイクル

時間、特別活
動等との関連
の考慮

評価基準の作成、自
己評価、内部評価、外

計画の実践、具現化

部評価

評価
Check
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実行
Do

道徳の 授業 づくり と 視点
０１

発問から授業を組み立てる

時間の経過とストーリー
POINT

整合性のほころぶ落とし穴に注意！

・実際の授業のシミュレーションや、
登場人物の行動のプロセスの確認
・時間のスパンが長いほど、
展開が複雑なほど、
登場人物が多いほど、
解説、説明にねらいが埋もれる

・教材の世界へ誘う
・印象深く自然な思考に繋げる

POINT

・冒頭でストーリーに引き込む工夫

私、語りすぎていないだろうか。と自問する

・みんなに話したくなる余韻

・説明のしすぎは混乱をもたらす
・必要に応じた注釈の活用を
・多様な意見を出させるためには、語りたくても我慢
・道徳的価値に繋がる気持ちを別の言葉 ( 行為や情景、状況 ) で表現する

POINT

1 時間の道徳、何について思考させ、話し合わせるか？

・子どもの思考の流れをシミュレーションし、思考課題を吟味する
・発達段階を考慮し、思考課題を明確にする
・教師がねらいとする子どもの思考を意図した発問を吟味する

アクティブ・モラル・ラーニングのシンプル基本発問

①～をどう思う ?
②～は、どうして ( なぜ )?
③～は、どうしたらよい ?
● ～ の部分を資料分析により吟味する

多面的、多角的な視点からの
自由な思考を促す
→在り方生き方の多様性、複雑性、流動性
自然発生する議論の種を拾う
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０２

話し合いを活用する

言語活動の意義と活用
POINT

言語活動のもつ意義とは……自己他者の ( 多様な ) 内面的価値観の表出、可視化

言語を介したメカニズムの活用「聞く・話す・書く」
活動を大切にすることで多様な価値観がうまれる。

・価値観の気づき ・価値観の整理
・価値観の広がり ・価値観の展望
・価値観の深まり ・価値観の発展

話し合いをより活発にするために
POINT

まずは話し合いを成立させる環境づくりから

・話したくなる材料の提示
・話し合う課題の明確化
・話し合いのルールの共通理解 ( 授業規律の確立 )
・話し合える雰囲気づくり ( 学級経営と人間関係の構築、学習環境）

POINT

話し合いを活発にする問いかけを使う

・賛成か、反対か ( 判断 )
・気づいたこと、分かったことはどんなことか ( 知見 )
・共感できる点、相違点はどこか ( 思考整理 )
・どうすればよいか ( 行為 )
・なぜ ( どうして ) か ( 理由付け )
・事象、または登場人物をどのように思うか ( 客観的思考 )
・本当にそうなのか ( 批判的思考 )

POINT

授業の話し合いのスタイルを考える

・Ａ

または、Ｂ ( 葛藤資料 )

・Ａ

または、not A

・A B C D E……etc

( モラルジレンマ資料 )
( 価値明確化 )

・ある人物の心情に焦点化した多様な意見、ある事象についての多面的視点からみた意見

一視点からみた多様な意見 ( 読み物資料 )
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０3

アクティブな授業のために

授業を充実させ、活動的に
POINT

授業充実の要件をまとめる

・教材、資料分析の方法を知る ( 道徳的価値の変容場面をみつける等 )
・指導過程の構成を工夫する ( 導入と終末、狙いとまとめの整合性等 )
・道徳的価値を含む思考課題を設定する ( 生徒の関心意欲につなげる )
・中心発問を吟味して設定する ( 最も考えさせたい思考ベクトルの想定
・補助資料、補助発問を活用する ( 授業の活性化を狙う )
・ファシリテーターとしての技術向上を目指す ( 話題の焦点化、軌道修正、批判的視点の提示等 )
・学級経営に反映させる ( 人間関係、環境整備、学習内容についての受発信等 )

POINT

アクティブな授業のための具体案をつくる

・話し合い活動を取り入れる
・グループ活動を取り入れる
・導入、終末を工夫する ( 視聴覚教材、補助資料を使用する )
・チーム・ティーチングを活用する
・教育資源もの・ひと ･ ことを活用する ( ゲストティーチャー

等)

・他の教育活動とつなげる ( 他教科、特別活動、総合的な学習の時間の学習内容と関連させる )
・授業内容を発展させる ( 学校、学級、道徳通信への反映、体験活動とつなげる )

授業を創る教師の役割
POINT

授業における教師の役割を振り返る

・魅力的、
ダイナミックな問いの投げかけ
・発問の吟味
・生徒の表情、
態度、
つぶやきからの察知
・切り返しの発問
・生徒の意見の構造的な整理
・受容的態度
・期待値の提示

誰のための授業なのか、子どもの思考は自由です。
子どもの自然な思考の流れから、
「議論の種」をひろうために、子どもの声に耳を傾け、
対話を楽しみましょう。あせらず、力まず、道徳授業を楽しみましょう
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師範授業レポート 「二通の手紙」

はじめに

師範授業講師
白木みどり先生

ねらい

2019 年 7 月 4 日に浪速学院浪速中学校にて、弊

自他の権利を大切にし、義務を果たすことで、互い

社教科書監修を務める、白木みどり先生による道徳

の自由意志が尊重され、結果として規律ある安定した

師範授業が開かれました。

社会が実現することに気付き、社会の秩序と規律を自

浪速学院浪速中学校は、大正 12 年に「旧制浪速
中学校」として設立されて以来、神社神道を建学の
精神とし、
「敬神崇祖」
（神を敬い祖先を大切にする心）
を教育の根幹として、文武両道を目指して生徒の心
身を育んでています。60 分間、2 クラス合同という

ら高めていこうとする意欲と態度を育てる。元さんの
とった思いやりに共感しながらも、そのことが規則
を破り、周囲に迷惑をかけて秩序を乱す引き金にな
ったことを捉えさせたい。

普段とは違う枠組みの中での取り組みではありまし
たが、生徒のみなさんが集中して意見を出し合う姿
が印象的でした。

二通の手紙

あらすじ

入園係の元さんが、動物園の規則を知っていながら、幼い姉弟に同情し、願いを聞き入れ入園を許可してしま
う。ところが、いつまでたっても二人は戻らず、園内は大騒ぎに。事件後、元さんは姉弟の母親からお礼の手
紙と、処分を言い渡す上司からの手紙の二通を受け取ることになる。
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主題名「決まりはなんのためにあるのか」

授業展開

実施学年：二年生（２クラス合同）

実施時間：６０分

内容項目：主として集団や社会とのかかわりに関すること（C-10）遵法精神、公徳心

主な発問

実際の生徒の反応

指導と留意点

導 入

１、興味、関心をもつ。
◯みんなのことを教えてください

・代表生徒にクラスの長所を話してもらう

◯なくなってほしいと思う校則はあ ・靴下が白のみ ・私服にしてほしい
りますか？
・スマートフォンを使わせてほしい
つかむ ◯学校の決まりって何のためにある ・先生のため ・問題をなくすため
15分 んだろう？
２、みんなで考え話し合う。

●判読の前に「何のためにルー

・おじさんがなかにいれてあげよう。

ルがあるかについて話し合い
◯先生の範読中に心が動いた部分 ・懲戒処分の通告だった。
たい」とテーマを伝える
に線をひこう
・娘は自分がためたお小遣いで、どうしても中
に入ってみせてやりたかったのだと思います。 ●生徒にお互いを指名させる。

展 開

◯どうしてそう思ったのか

●「 前 の 人 と 同 じ 意 見 で す 」

・おじさんのやさしいきもちが伝わった。

と話す生徒にも、自分の言

・いいことをしたのに処分を受けてかわいそう。

葉で意見を述べるよう、う

・姉の思いやり、優しさが見えた。

考える

◯元さんはどうして晴れ晴れとし
・子どもたちを危険な目に合わせたことを反省
た顔で辞めていったのだろう
し、職場を離れて新しい仕事にであうため。

ながす。

●グ ループで話し合い、いい
なと思った意見はメモを取
る。 そ の 後、 個 人 の 考 え を
ワークシートに書いて発表
する。

・決まりを守らず、姉弟を動物園にいれてしま
ったが、万が一怪我をしてしまっていたら大
変だった。決まりを破ってしまったことを反
省したかった。

40

分

終 末

3、学びをまとめる。

きまりの背景には、万が一のことがあった
ときにどうするかという想定や、それによ
って守られるものがある。

◯教師からのことば

（導入を踏まえ）なくなればいいとおもう
ひとつひとつのきまりにも、何か、理由が
あるのかもしれません。

繋げる

生活の中で出会う様々な決まりとどのよう
に向き合っていくのか、自分ごととして考
えてみましょう。

5分

板書

元さんはどうして晴れ晴れとした顔で辞めていったのだろう

閉園時間すぎ
大人同伴なし

元さん

◎弟の誕生日

お礼の手紙

「おじさんが中にいれてあげよう」

懲戒処分
停職の手紙

元さんの思いやり

きまりを破った

「見つかったか」

辞職

新たなスタート

母親の感謝

姉弟

元さんのイラストを中心に、母親からの感謝の手紙と懲戒処分の手紙を対比して配置し、元さんの行動ときまりの関係について視覚
的にも捉えられるよう工夫している。
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道徳研修会レポート
師範授業後、開催された研修会の様子をご報告。

白木みどり

金沢工業大学教授

講師 profile ● Shiraki Midori
二松学舎大学文学部国文学科卒。
石 川県公立学校教員、上越教育大学大学院学校教育研究科
修士課程修了。
金 沢大学非常勤講師、上越教育大学大学院准教授を経て、
金沢工業大学教授に就任。
専門分野はキャリア教育・道徳教育学

なぜ「考え、議論する道徳」なのか？
いま、世界中の教育が知識理解を中心とする教育から、
知識をどう活用するかという資質能力の育成を中心にす

自ら辞めていったのだろう」という問いの理由は教材の

るものへどんどんシフトしています。いつでも、だれで

どこにも書いてありません。子どもたちに議論させるた

も、どこでも必要な知識を得ることができる現代社会で

めに、
この「答えの書いてない問い」が重要です。ストー

は、知識を蓄えることが以前より重要ではなくなってき

リー性がある「二通の手紙」のような教材は、登場人物

たからです。つまり、情報が溢れかえっている世の中で、

や主人公の「生き方」人物の取った選択に対して「どう

何が本当かどうかを自分の力で見極め、選び取る能力が

して？」
「なぜ？」と問うことが中心です。問いを絞り、

必要とされはじめています。

理由を答えてもらうことで風呂敷を広げてから、グルー

「考え、議論する道徳」の授業で気をつけなければなら

プで話してみてもいいでしょう。教材についてわからな

ないのが、グループで話し合い、意見をまとめて発表す

いことがあった生徒も、他の意見を聴いて、自分の考え

る授業です。道徳はあくまで、議論・交流をする場であり、

を補っているんです。子どもってすごいなあといつも思

合意形成をする時間ではありません。

う場面ですね。

Q
A

なかなか意見を出せない子どもへのアプローチ方法はありますか？

言語活動を日々大事にしないと、書くことが苦
手な子の力はなかなか上がりません。これは道徳

だけの問題ではなく、書くことをいとわない子どもを育

てあげ、達成できたら褒める。その繰り返しでぐんと良
くなっていきます。
また、発達段階に応じて学んできたことを一度分断し

てるには、
作文をする機会を積極的に増やしていくこと

てしまうと、再びつなぐことはなかなか難しいです。

が重要です。

一例ですが、話し合いにおける基礎的なフォーマットを

そして、書かせっぱなし、やらせっぱなしではなく、き

教室に掲示し、いつでも振り替えられるようにするなど、

ちんと成果を還元してあげること。たとえば、広報に載せ

今まで学んだことをすぐに引き出せる環境を、学校全体

てあげるだとか、学級で作文に関して先生が話をするな

でマメに作っていく。そうすると、言語活動の幅は大き

ど、
子どもが提示してきたものを簡単にはスルーしない。

く広がっていくと思います。

しっかり噛み砕いて「こうすると良くなる」ことを伝え
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「元さんはどうして晴れ晴れとした顔で
二通の手紙では、

全ての生徒に花丸をあげられる教科
すべての子どもをステージに上げて、すべての子ども

は見て、判断しています。ひとりひとりの子どもを大事

に花丸をあげられるのが道徳です。

に、何も記入していない子には、
「書いてみようか」と声

学校での授業を拝見していると、軌道をそらすような意

を掛ける。「すごかった」の一言だけにも、「なにが凄い

見を出す子どもに「そうじゃないよ」と声をかけてしま

と思った？」と問いかけてあげる。
「ダメな子」のレッテ

う先生がいます。そうではなく、例えば「人間は弱いか

ルを貼らずに、子どもの現状の一歩先の期待値をちゃん

ら悪いこともする」という負の意見に対して、意見を曲

と伝えてあげる。それができるのが、
道徳という科目です。

げさせずに「〇〇くんはそう思ったんだね」など、共感

だから道徳は「学級経営に直結する」といわれるのです。

の声掛けをしてあげてください。特に、いじられること

一人一人の現状に合わせた声掛けをすることで、こども

のある子どもには教師の姿勢が凄く大事です。子どもを

はうんと変わってきます。

どれだけ大事に扱っているかを、他の子どもはちゃんと
見ています。いじめを助長するきっかけが教師にあるこ
とはとても多いです。教師の一挙手一投足を子どもたち

子どもと一緒に成長できる仕事
教師という職業は、生涯終わりがなく、私自身も「何

ほしいのか。ひいては、どういう集団を形成していって

をしたらもっと生徒たちに伝わるかな」「もっとうまくプ

ほしいのか。そういった未来を見据えて目標を立て、仲

レゼンテーションできるんじゃないか」と、長年経験を

間とともに日々試行錯誤して、発信していっていただき

経てもずっと考えています。「もっとうまく伝えたい」と

たいと思っています。本日は子どもたちと、とても良い

いう思い、欲求と言ってもいいと思います。それを満た

時間が過ごせたことを、感謝申し上げて終わりにしたい

すために、どういう行動をすればいいのかを自分で考え、

と思います。ありがとうございました。

実行していくのはつらい側面もありますが、学校には先
生たちという仲間がいますよね。どのように指導技術を
磨けばいいのか仲間と情報交換できる。それが現場にい
る教師の特権だと思います。
自分自身が子どもと共に成長していける、こんな体験
ができる仕事はほかにはありません。しかも、目の前の
子ども達を教えるということは、１０年、２０年先のこ
の社会、この国を支える人材を私達は育てている、社会
を形成していく最前線に立つ重要な役割を私たちは担っ
ているということです。この社会の将来を左右する上で、
教育が与える影響はとても大きいと思っています。
子どもたちが成長したときに、どんな大人になっていて

16

豊かな道徳授業にする6つのポイント
ポイントを押さえてよりよい授業をつくる
山口大学教育学部附属光中学校

I「道徳科」をどのような時間にしているか

ては、人によって討論やディベートと混同してしま

道徳科の目標「よりよく生きるための基盤となる

いがちになります。討論は勝ち負けが、ディベート

道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を

にはゲーム性が優先される傾向があります。
「人間と

基に、自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・

しての生き方についての考えを深める学習」を行う

多角的に考え、人間としての生き方についての考え

道徳科において、勝ち負けやゲーム性を優先される

を深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実

授業があってはなりません。では「議論」をどのよ

践意欲と態度を育てる」を基に、道徳科がどのよう

うに捉えたらよいのでしょうか。「議」には話し合い、

な時間なのか、また、どのような時間にしていきた

「論」には筋道だったものという意味があります。私

いのかを明確にしてくことは授業者にとっても、子

は、
「議論」を「筋道だった言葉を使いながら他者と

どもにとっても重要なことです。例えば、私は道徳

話し合うこと」と捉えています。この「筋道だった

科の時間を「人間的な魅力を探す時間」としています。

言葉」というものがポイントで、このような言葉を

この「〇〇な時間」というものがあると、道徳科で

使えるようになるためには、日常的に意識して使っ

何を学び合い、考え合っていくのかが見えてくると

ていかなければなりません。そういった意味からも、

考えています。

I「道徳科」の時間の前後に何をするか
日常的に「語り合う」
「聴き合う」交流の場を数多
く設けていくことが重要となります。道徳科の時間
で授業者を悩ませることとして、
「子どもが発表をし
ない」
「子どもが話を聞かない」等があります。ただ、
このことを道徳科の時間だけで充実させていくこと
はとても難しいことです。そもそも道徳科の時間と
は、学校教育において、道徳的出来事等を中心に語
り合い、聴き合うことに重きを置いた意図的・計画
的に設定された時間と捉えることができます。この
ように捉えていくと、自然と道徳科の時間の前後に
何か取り組みをしたほうがよいのではという考えが
生まれてくるのではないかと思います。例えば、朝・
夕方の学級活動で「語り合う」
「聴き合う」活動を設
けたり、各教科等において対話をより一層充実させ
ていくことも考えられます。また、このことは「考
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「道徳科」の時間の前後に何をするかを考えていく必
要性が見えてくるのではないでしょうか。

I「積極的な発言」を生むために何をするか
授業の始めに、授業に関わる思考を生む問いかけ
（発問）を行い、全員発表を短時間で行わせることが
効果的だと考えています。その繰り返しが発言する
ための訓練となります。
例えば、①問いかける。②全員を立たせる。③一人
一人にテンポよく答えさせる。（答えた人から座る）
また、発言させていく以上に大切なこととして「聴く」
を重視しています。発言者の方を見たり、相槌をうっ
たりと、発言に対して反応しながら「聴く」という
ことです。これができるようになると、自然と発言
しやすい雰囲気がつくられていきます。

I「教材」はどのようして範読するか

え、議論する」にもつながってきます。
「考える」と

範読とは教師が読むことです。そうすることで、

いうことは容易に想像がつきますが、
「議論」につい

教材内容を適切に把握させることが可能となります。

子どもに読ませてしまうと、多くの場合、教材内容

ておくと、その後の展開がスムーズとなっていくた

の把握に時間がかかってしまい、本題の時間が少な

め効果的です。更に、板書は、授業者が意図的に構

くなることが考えられます。

造化したり、子どもが自分の考えを自分で書いたり

また、必要に応じて、教材の特性を踏まえながら抑

することも、学んでいる内容が、
「誰に対してもわか

揚をつけることも必要です。物語文や偉人伝、長文

りやすく」ということにつながり、大きな効果を生

は抑揚をつけて範読すると、一度で一定の内容把握

むのではないかと考えています。しかし、板書をし

をさせていくことができます。ただ、説明文や短文

すぎてしまうと、考え、議論する時間が少なくなっ

であれば、内容把握の過度な偏りが見られてしまう

たり、抽象的な事象に対する思考力の高まりを妨げ

可能性があるため、抑揚をつけないで範読すること

てしまったりすることなりかねます。そのため、学

もあります。ただし、学級の中に、想像することが

習過程や子どもの発達等をしっかりと考慮した板書

苦手な子どもがいたり、発達障がい等がある子ども

を考えていくことが望ましいといえます。

がいたりする場合には、その子の実態に合わせて範
読することが望ましいと考えています。
他にも、範読中（子どもの場合は黙読中）に、「心
にグッとくる」ところに線か○を付けさせると、教
材内容の把握がより一層高まってきます。

I

「板書」にはどんな工夫をしたらよいか
第○回と実施回数を書くと、授業者と子どもの取

組意識が高くなります。また、テーマや主人公の名

I「授業者の姿勢」はどのような姿がよいのか
道徳科の目標は「道徳性を養う」ことです。この
「道徳性を養う」ことを必要としている人間は子ども
だけではありません。大人も含めたすべての人間だ
といえます。そのため、
「授業者の姿勢」は、共に考
え、共に悩み、感動を共有し、学び合うということ
になります。授業者は日常的に子どもと共に多くの
物事を考えていく姿勢が求められます。

前、あらすじのポイント等を事前に簡単にでも書い

6つのポイントをチェックしてみましょう
「道徳科」がどのような時間なのかをいえる

「教材」の範読で工夫をしている

授業者として他者に「〇〇な時間です」
と胸を

全員の子どもが、一回の範読で、ある程度の

張っていえるようになりましょう。

内容把握ができるようにしていきましょう。

「道徳科」の時間の前後を工夫している

「板書」の工夫をしている

前の工夫は道徳科の充実につながります。後

「誰に対してもわかりやすく」
という視点を

の工夫は、学んだことが日常生活に結び付き

もって行いましょう。

やすくなります。まずは取り組んでみましょう。
「積極的な発言」が生まれるようにしている

子どもと共に学び合っている

発言できる場面を設け、発言したくなる雰囲

  道徳科と各教科では、学習指導要領解説に示

気をつくり、全ての発言を積極的に受け止め

されている目標が大きく異なります。そのこと

て認め、励ましていきましょう。

をしっかりと意識しましょう。
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